
令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

 
学校番号 ２１ 学校名 仙台市立岩切小学校 校長名 相澤 文典 

                                 
 
１．テーマ 「身近な環境について考えよう」 
 
 
 
 
 
 

        
 
２．取組の紹介 
〇各学年の活動 

４年生は社会の一環として清掃工場・浄水場について学習をしました。校外学習は，かないま

せんでしたが，自分の生活を振り返り，環境保全のためにできることについて考えることができ

ました。 

６年生は理科で環境について学習したことから，学校生活でも節電や節水を心掛ける姿が見

られました。 

〇環境・緑化委員会の活動 

 環境・緑化委員会では，花壇の整備，水やり，草取りなど校内緑化活動に取り組みました。

また，各クラスに「リサイクルボックス」を設置し古紙回収をしました。資源を大切にするこ

とについて考えるきっかけとなりました。 

〇ボランティア委員会の活動 

 ボランティア委員会では，昨年度回収したペットボトルキャップの仕分けをしました。仕分

けしたキャップは，後日業者に搬入し，業者によりプラスチック形成会社へ売却されます。そ

の売却代金の一部が NPO 法人の JVC に寄付され，開発途上国のワクチンになります。委員会活

動による清掃については，花壇の周辺や校内廊下の清掃を行いました。 

〇学校全体での活動  

花壇の水やり用に，天水桶に溜めた雨水を活用し，水の節約に役立てています。   

                                  

３．取組の成果と課題 

 

児童が授業や学校での取り組みを通して，環境について真剣に考えようとしていることが

成果と言えます。しかし，新型コロナウイルスの影響により，断念せざるを得なかった社会

科見学や様々な体験活動がありました。次年度は社会の状況も見つつ，体験的な活動を行

い，児童の更なる成長につなげたいと考えています。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２２ 学校名 仙台市立七郷小学校 校長名 目黒 悟 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

 杜の都・仙台の「環境まちづくり」を支えようとする「人」の育成 

 

２ 取組の紹介 

（１）総合的な学習の時間や生活科の時間での取組 

 ６年生は，SDGsについて「自分ごと」として考えを深めるために，みやぎ環境ネットワークの方を講

師にお招きし，お話をいただきました。SDGsの中でも，海洋ごみに関することに焦点を当ててお話いた

だいたり，ごみの実物を見せてもらったりすることで，海洋ごみの原因や対策について理解を深めるこ

とができました。また，自分たちの住む町の未来を考え，実際に模型を作成する場面では，環境に配慮

した町を作る姿が見られました。 

 

 ４年生は，「おらほの田んぼ」を学年テーマに設定し，学年園での稲の観察をしました。ＪＡ職員や地

域の農家の方を講師にお招きして，米作りのお話やアドバイスをいただきました。稲作体験活動では，

田植えから稲刈り，脱穀までを体験しました。その中で，農薬を使用しない栽培方法や，水の管理の仕

方など，環境にも配慮した視点での理解を深めました。また，七郷地域の復興への取組や地域の人々の

思いと自分たちの稲作体験を結び付け，考えを深める学習になりました。 

 

 ２年生は，学年園でさつまいも，ミニトマト，なす，ピーマンを育ててそれぞれの野菜の成長の仕方

を比べながら育てました。また，明成高校さんと連携しながらかぼちゃ作りに取り組みました。かぼち

ゃを作る際には，八木山動物公園の象の糞で作った堆肥を使用し，収穫したカボチャを八木山動物園の

象に食べてもらいました。この学習を通して，食物のサイクルの仕組みを学ぶことができました。 

 

 

（２）委員会活動「緑化委員会の取組」 

 種まきポットにまいた花の種が，芽を出ししっかり根をはると花

壇に植え替えます。花壇では，その小さな苗が大きな茎や葉となり，

やがてきれいな花を咲かせるまでの様子を見ることができました。 

これまで夏と冬合わせて，２０種類以上の花を種から育て花壇に

植えてきました。植え替え，水やり，草取りなど，自然の有り難さ

と厳しさを味わいながらの活動でした。全校の児童や保護者だけで

なく，地域の方たちからも「きれいだね。」「がんばってね。」と励

ましの言葉をいただき，花を育てる喜びを味わうことができまし

た。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 どの学年も，自分たちの生活に身近な題材や内容を取り上げる

ことで，環境に配慮した行動を自分なりに考えたり，実践したり

することができました。これからも，子供たちの生活に即した学

習を通して，環境に興味・関心を持って生活ができるようにして

いきたいと思います。 

 

 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２４ 学校名 仙台市立高砂小学校 校長名 早坂 敦哉 

１ 取り組みのタイトルテーマ  みんなで高～「さ」支え合い ～「ご」こつこつと 

２ 取組の紹介 

（１）私たちの梅田川  

４年生は，梅田川がどのようにしてきれいになってきたか，今でも引

き続き梅田川の環境を保全するために努力を続けている人々がいるこ

となどを学習しました。そして実際に学区内を流れる梅田川に出かけて，

川の様子を観察したり，水質調査や生物調査を行ったりしました。 

 

 

 

（２）生きもの大すき，まち大すき 

 ２年生は生活科の学習として，梅田川の土手へ行き，虫を取ったり植物

を見たりしました。五感を通して地域の自然に触れ合いました。 

 

（３）緑のカーテンづくり 

４年生は理科の学習としてヘチマを植えて育て，観察を続けながら，緑のカーテンを

つくりました。また，緑化委員会が中心となって，学校の敷地と歩道の間にあるフェン

スを利用してアサガオを育てて，横にとても長い緑のカーテンをつくりました。 

 

（４）堆肥「杜のめぐみ」の活用 

市内の学校給食センターや単独調理校から排出される生ゴミや公園・街路樹の剪定

枝葉を堆肥化した「杜のめぐみ」。学区内にある宮城野環境事業所から「杜のめぐみ」

をいただき，年間約１００袋を校内の花壇や畑に利用することによって，仙台市の生ゴ

ミの減量・リサイクルに協力しています。       【２（３）の取組にも利用】 

 

（５）巻心を集めて緑の地球を守ろう 

今年度もニチバン巻心 ECO プロジェクトに参加しました（第１２回）。古紙として分別され

た巻心は立派な資源です。回収された巻心は段ボールに再生され，さらにその利益は，国内外

の植樹活動や森林の保全活動に使われるそうです。また，回収ボックスの近くには回収につい

ての説明が書いてあるチラシを置いたり，３Ｒに関したポスターなどを掲示したりしました。 

 

 

 

３ 取組の成果  

学年に応じた各教科の学習等の積み重ねにより，自分たちの学区には梅

田川と七北田川があり，更に海も近くにあり自然に恵まれていることが分

かってきました。そして地域の自然環境に親しむことによって，それらを大

切にしたい，守っていきたいという気持ちも育っています。また，地域の環

境を知りそれを基にして，災害時における地域の危険性などについて考え

ようとしていて, SDGs「１１ 住み続けられるまちづくりを」につながる

防災意識も育ってきています。 

４年「段ボールジオラマ」 

地域の形や特徴を知って，防災へ

の意識を高める学習。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２６ 学校名 仙台市立岡田小学校 校長名 熊谷 敬子 

 

１ 「花咲く海辺づくりプロジェクト ～海浜植物の再生・復興をめざして～」 

                  （４・５・６年 総合的な学習の時間） 

２ 取組の紹介 

 ２０１１年の東日本大震災時に発生した大津波で仙台の海岸沿いが壊滅的な被害を受け，豊かな植生

が失われてしまいました。本校では，被災後も奇跡的に残っていた「ハマヒルガオ」をはじめとする海

浜植物を再生・保護する活動をしています。６年目を迎えた本活動は，今年度も高砂市民センターやＮ

ＰＯ，企業，地域団体の協力を得ながら，計４回の活動を行いました。 

 ①令和３年５月２１日【岡田新浜の植栽地観察】   ②令和３年７月２日【苗の植え替え】 

     ５年生と６年生での活動              ５年生と６年生での活動 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 ③令和３年１０月２１日【海浜植物の植栽】    ④令和３年１１月１９日【種まき】 

     ５年生と６年生での活動              ４年生と５年生での活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 活動も６年目になり，少しずつ岡田新浜に自然が戻りつつあります。災害にも負けない自然の力を

目の当たりにした子供たちは，自分の住んでいる地域に改めて関心を持つとともに，震災との向き合

い方も学ぶことができました。また，１年間を通して植物に触れるため，苗への愛着や活動への意欲

を大いに高めることができました。 

活動①  ５月 講話を聞き，活動の意義・植物の名前を学びました。 

活動②  ７月 昨年度から学校で育てていた苗をポットに植え替えました。 

活動③ １０月 ポットに植え替えた苗を岡田新浜に植栽しました。 

活動④ １１月 
４・５年生が来年度の活動に向けて，種まきを行いました。 

発芽しやすくするために，ヤスリで削ってから植えました。 

ヤスリで削り， 
植えました。 



令和３年度杜の都エコスクール活動報告書 

学校番号 ２７ 学校名 仙台市立東仙台小学校 校長名 阿部 謙 

 

1 「総合的な学習の時間」での取組 
(1) 取組のテーマ 
 「水」を通して，環境問題を身近に感じ，自分でできる活動を考えよう。 
 
(2) 取組の紹介 
 「総合的な学習の時間」で，４年「川調べ隊」５年「花山沢探検隊」６年「湧水探検隊」と名付け，環境

学習に取り組みました。 

 ① ４年「梅田川探検隊」について 
 自分たちの地域を流れる梅田川について学習しました。以前は汚れていた川を地

域の方がきれいにし，現在は多くの水生生物が生息する川になったことを知り，実

際に川へ探検に行って水生生物を採集したり，川の様子を観察したりしました。子

供たちは，生き物が生息していることがわかり，生き物の住みかである川への関心

を高めることができました。 

 ② ５年「花山沢探検隊」について 
 地域の川（藤川・梅田川）と花山の川を川の大きさ・長さ・地形・気候・川の歴史などをインターネット

や図書資料，昨年度の学習を思い出すなどして比較しました。次に，一人一人自分なりの課題を設定して，

野外活動に参加しました。野外活動では，花山の沢に十分に浸り，実感を持って「水」の大切さに気付くと

同時に，自然の恵みに思いを寄せていました。 

 ③ ６年「湧水探検隊」について 
 ４・５年で学習した梅田川や花山の沢から，湧水の川を想像しました。その後，

山形県の遊佐町や鳥海山のパンフレットで湧水についてのイメージを持ちまし

た。どのようにして水が湧き出してくるのかなど，課題意識を持って修学旅行に

参加しました。丸池様の中に沈む倒木が腐らない理由を聞いて，湧水の清らかさ

を知りました。また，湧水が噴出する海に足を入れることで，海水と湧水の差を

体感してきました。すばらしい自然を今後も大切に残していきたいという気持ち

を改めて持ちました。 

 

(3) 取組の成果 
 学習を通して，環境問題を身近な問題として捉える子供たちが増えました。また，自分ができることを子

供たちなりに考えることができました。 

 

2 その他のエコスクール活動 
 特別活動（委員会活動）における「エコキャップ運動」 
 ゴミとして焼却処分されるペットボトルキャップを回収することで，燃焼による二酸化炭素の発生を減
らすことと，ポリオワクチンの代金や病気の研究への助成金にしていただくことを目的に，環境委員会が全
校児童に呼びかけて取り組みました。第１回目は９月に行い，50kg のキャップが集まりました。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２８ 学校名 仙台市立東長町小学校 校長名 柴田 真理子 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

 「学校における緑化意識向上に向けた取り組み」 

 

２ 取組の紹介 

 昨年度のコロナ禍で活動の幅が狭められた緑化活動の状況を踏まえ，校内の緑化に対する意識向上を

目的として，緑化委員会を中心に，以下の活動に取り組みました。 

 

① 校内の緑化環境の把握及び整備 

② 花壇の活用 

③ 緑化活動の呼び掛け（植物に意識を向けさせるポスターの掲示など） 

④ 校内の植物の紹介（花壇の花を紹介するポスターなど） 

⑤ 来年度に向けた話合い 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 まず，緑化委員会の児童の緑化に対する意識が不明確であった 

ため，校内の緑化環境の現状をつかむために，校庭や花壇周りの 

状況を見回ることから始めました。すると，児童からは「もっと 

学校をきれいにしたい。」「学校の緑を広めたい。」という声が 

上がり始めました。 

 そこで，登下校時にたくさんの児童が目にする花壇を整えるこ 

とで，緑のあるよさを皆に感じてもらいたいという思いから，花 

壇の整備と苗植え，お世話を行うことになりました。児童も花選 

びや土作りから取り組み出したことで，責任感を持って活動でき 

ました。（写真①） 

 花壇の整備・お世話が軌道に乗ると，児童から「もっと花壇の 

花について知ってもらいたい。」という意見が出され，花を紹介 

するポスターを作成し，掲示しました。（写真②）ポスターを見 

て実際に花壇に花を見に行く児童も見られました。また，ポスタ 

ーと共に花壇に看板も設置しようという案も出るなど，より児童 

の緑化に対する意識が高まる様子がありました。 

 昨年度に続き，今年度も新型コロナウイルスの影響で活動の幅 

が狭められる部分がありました。しかし，児童たちから，もっと 

学校の皆に楽しみながら緑化活動に目を向けてもらいたい，とい 

う意見が集まり，来年度に向けた話し合いが行われました。今年 

度は，花壇の整備・育成，ポスターなどでの周知活動が中心とな 

ったことから，来年度は学校の皆が参加できるようなイベント形 

式の緑化活動を企画したり，長い期間を使って緑化委員会が植物 

を育て，その様子を放送で定期的に知らせたりするなどの多くの 

意見が出されました。緑化に対する意識が不明確であった活動当 

初と比べ，積極的に意見が飛び交い，学校全体を考えて意見する 

ことができている児童たちの姿が，多くの児童に広がっていくよ 

う，学校での支援を続けていきます。 

 

写真② 
花壇の花を紹介するポスターを掲示する様子 

写真① 
定期的に花壇の整備を行う様子 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２９ 学校名 仙台市立小松島小学校 校長名 福田 幸信 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

～環境を考えたエコ活動の取り組み～ 

 

２ 取組の紹介 

本校では，地球環境を考え，下記のような取り組みを行っております。  

 

○環境委員会による「資源を大切にする呼びかけ活動」 

 普段から資源を大切にするために，放送やポスターで以下のような呼び掛けをしています。 

・トイレットペーパーは必要分だけ使用する。 

・手洗いのときに水を出しっぱなしにしない。 

・暖房を使っているときはドアを閉める。（コロナ対策で換気は行っています） 

・教室を使用しないときは電気を消す。 

 

○ごみの分別回収 

各教室で可燃ごみとプラごみとを分別し回収し，資源の再利用を心掛けています。 

また，ごみは校内のごみ置き場に毎日持って行き，教室内の衛生にも努めています。 

 

○裏紙の再利用 

職員室，印刷室などに紙のリサイクルボックスを設置し，普段から再利用できる紙の分別を心がけて

います。また，教室内で出た，紙資源もリサイクルしています。 

 

○「３Ｒ」学習による環境活動への意識づけ 

 ４学年は，松森清掃工場での校外学習を通して３Ｒを学びます。リサイクルについて新聞にまとめ

たり，呼び掛けポスターを作成したりして，自分たちで取り組めるエコ活動について考えました。 

 

３ 取組の成果 

今年度より環境委員会を立ち上げ，環境改善を意識した活動に，より力を入れてまいりました。 

上記のような取り組みを通して，児童・職員一人一人がリサイクル活動を意識し，日々の習慣として

定着してきました。今後も，地球環境を大切にしようとする姿勢を育んでいくために，積極的に活動

を続けていきたいと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ごみの分別回収        裏紙リサイクルボックス 

   環境改善呼び掛けポスター 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ３０ 学校名 仙台市立若林小学校 校長名 菅原 光敏 

 

１ 取組のテーマ   身近な環境に目を向けよう  
～若林と広瀬川～ 

 
２ 取組の紹介 
 【３年 総合 広瀬川を知ろう】 
３年生では，総合的な学習で「広瀬川を知ろう」という学習を行いました。学校のすぐそばを流れる

広瀬川の自然に親しみ，川に生息する生き物や，広瀬川の様子などについて知ることができました。ゲ

ストティーチャーの方々に御協力いただき，広瀬川でのフィールドワークも行いました。網を使って生

き物を捕まえ，広瀬川についての理解を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境委員会の取組】 
＜校地内清掃＞ 

環境委員会の児童が毎朝校地内のごみ拾いを行っています。落ちていたごみを集計すると，一番多

いのはマスクでした。集計結果なども紹介しながら，きれいな学校を目指して声掛けを行いました。 

＜ＳＤＧｓの学習・紹介＞ 

ＳＤＧｓについて調べたことを低学年にも分かりやすいようにポスターにまとめたり，テレビ放送

で紹介したりして，ＳＤＧｓの紹介を行いました。 

＜花いっぱい運動＞ 

環境委員会の児童がプランターに花を植えました。プランターを設置した場所は地域の方が通る生活

道路にもなっており，日頃お世話になっているボランティアさんやサポーターさんなどへ向けて感謝の

メッセージを表示しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果 
 学校のすぐ裏を流れる広瀬川に目を向けて学ぶことで，郷土を愛する気持ちを育て，環境の保全に

ついて自分事として考えるきっかけになりました。  


